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１. 18年 9月中間期の業績（平成 18年 4月 1日 ～ 平成 18年 9月 30日）
(1)経営成績 (注)記載金額は百万円未満を切り捨て

　　　　売    上    高 　　　　 営　業　利　益 　　　経　常　利　益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年 9月中間期 15,986 11.6 1,834 15.3 1,579 8.5
17年 9月中間期 14,329 13.3 1,591 30.4 1,455 32.4
18年 3月期 30,455 13.3 3,419 30.9 3,036 34.5

      中間(当期）純利益 　        １ 株 当 た り 中 間     潜在株式調整後１株当

           ( 当 期 ） 純 利 益     たり中間(当期）純利益

百万円 ％ 円　　　銭 円　　銭

18年 9月中間期 975 11.1 70 04 69 65
17年 9月中間期 878 6.4 64 32 62 72
18年 3月期 1,825 23.1 129 46 127 10
（注）①平成17年11月18日付けで株式1株につき2株の株式分割を行っております。平成17年9月中間期の1株当たり情報は、
         期首に株式分割が行われたとみなして算定しております。
　　　②期中平均株式数     18年  9月中間期   13,932,979株     17年  9月中間期    13,659,878株     18年  3月期    13,744,173株　

      ③会計処理の方法の変更　　 無

      ④売上高、営業利益、経常利益、中間(当期）純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率

(2)財政状態 (注)記載金額は百万円未満を切り捨て
      　  総  資  産      自己資本比率

百万円 百万円 ％ 円　　　銭
18年 9月中間期 17,874 9,863 55.2 706    59
17年 9月中間期 15,230 8,202 53.9 593    30
18年 3月期 16,992 9,122 53.7 655 　12
（注）①平成17年11月18日付けで株式1株につき2株の株式分割を行っております。平成17年9月中間期の1株当たり情報は、
         期首に株式分割が行われたとみなして算定しております。
      ②期末発行済株式数　    18年 9月中間期  13,959,836株   17年 9月中間期（株式分割考慮後）  13,825,878株   18年 3月期  13,853,836株
      ③期末自己株式数　　　　 18年 9月中間期　    720,164株   17年 9月中間期（株式分割考慮後）　 1,654,122株　  18年 3月期   1,626,164株

(3)キャッシュ･フローの状況 (注)記載金額は百万円未満を切り捨て

　　　 営業活動による 　　　 投資活動による  　財務活動による 　現金及び現金同等物

　　　キャッシュ・フロー 　　　キャッシュ・フロー 　キャッシュ・フロー 　期　 末 　残 　高
百万円 百万円 百万円 百万円

18年 9月中間期 716 △ 119 △ 175 8,753
17年 9月中間期 686 △ 362 △ 907 7,367
18年 3月期 1,742 △ 426 △ 933 8,333

２. 19年 3月期の業績予想（ 平成 18年 4月 1日  ～  平成 19年 3月 31日 ） (注)記載金額は百万円未満を切り捨て

　 　　　　  売   上   高 　　　　経　常　利　益 　当　期　純　利　益
百万円 百万円 百万円

通　　期 33,147 3,403 2,025
（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）   145 円 06 銭 

※　上記の予想は本資料の発表日現在の将来に関する前提・見通し・計画に基づく予測が含まれております。実際の業績は、競合状況・為替

  の変動等にかかわるリスクや不確定要因により記載の予想数値と大幅に異なる可能性があります。なお、上記業績予想に関わる事項は、添

　付資料の5ページから6ページをご参照下さい。

３．配当状況
　・現金配当

18年3月期 2.50 15.00 17.50
19年3月期（実績） 15.00 －
19年3月期（予定） － 15.00

（注）平成18年3月期の中間配当金につきましては、平成17年11月18日に実施した１対2の株式分割後の株式数で遡及調整しております。

30.00

純　資　産 　１株当たり純資産

１株当たり配当金（円）
期末 年間中間期末



1．企業集団の状況 

 
当社は、親会社ユニ・チャーム(株)を中心とするユニ・チャームグループに属しており、ユニ・

チャームグループは、パーソナルケア事業部門、ペットケア事業部門およびその他部門において、

事業活動を行っております。 

当社は、ユニ・チャームグループが行う事業のうち、ペットケア事業（ペットフード製品および

ペットトイレタリー製品の製造販売）を行っております。 

ペットケア事業 

（１）ぺットフード部門････「愛犬元気」「ねこ元気」「ゲインズ」など、犬と猫用の「健康を支

えるペットフード」の開発・製造・販売を行っております。 

（２）ペットトイレタリー部門････「デオシート」「ペット用紙オムツ」「1 週間消臭・抗菌デオ

トイレ」など、犬と猫用の「清潔な住環境を整えるペットトイレタリー製品」の開発・製造・

販売を行っております。排泄ケアにつきましては、ユニ・チャームグループの技術を活かし

た製品開発で、市場の拡大をリードしております。 

     親会社ユニ・チャーム㈱の子会社であります国光製紙㈱、ユニ・チャームプロダクツ㈱、

コスモテック㈱、United Charm Co.,Ltd.および Uni-Charm(Thailand)Co.,Ltd から製品およ

び原材料の仕入れを行っております。 

［事業系統図］ 

     以上に述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。 
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親会社の主たる事業内容と出資比率は次のとおりであります。 
 
親会社 

会 社 名 住   所 主 な 事 業 内 容 
議決権の 

被所有割合 

ユニ・チャーム(株) 愛媛県四国中央市 パーソナルケア関連事業 

（ベビーケア、フェミニンケア、ヘル

スケア、化粧パフ、ハウスホールド等） 

38.8％

 

 なお、当社は子会社および関連会社を有しておりません。 
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２．経営方針 
1. 経営の基本方針 

当社は、「健康と清潔で、ペットの暮らし快適に」を企業理念に、私たち人間のかけがえのないパ

ートナーであるペット（犬と猫）が、元気で長生きでき、清潔な環境で暮らしていけるために、「健

康を支えるペットフード」「清潔な住環境を整えるトイレタリー用品」の２事業に集中し、犬と猫の

新しい満足の提案を続けてまいります。 

 

2. 利益配分に関する基本方針 

当社は、株主の皆様に利益を還元することを最も重要な経営方針のひとつと考え、そのためにキャ

ッシュ・フローの創出による企業価値の増大に努めております。 

 株主の皆様への利益還元につきましては、長期的視点での株主価値の拡大を最重要課題と考え、

財務基盤の強化、収益力向上および企業体質強化のための投資といったことを鑑みながら、実施し

てまいります。 

 

3. 投資単位の引下げに関する考え方および方針等 

当社は、個人投資家の拡大および株式の流動性の向上を経営の重要な課題と考えております。 

市場の動向をみながら、当社株式の流通の活性化と投資家層の拡大を目指し、諸施策を展開してま

いります。 

 

4. 目標とする経営指標 

 当社は、継続的な「売上高」「利益」の成長と「ＲＯＥ」の向上により、ペットケア市場での熾烈

な競争に勝ち抜くことができる資本効率の高い経営体質の構築を目指しております。 

 

5. 中期的な会社の経営戦略と対処すべき課題 

当社は、ペットケア市場のリーディングカンパニーを自負し、「付加価値市場の創造」「市場規模

の拡大」「拡大市場でのNo.１奪取」を基本戦略として、ペットケア業界の「業界総資産の拡大」を

図ってまいります。 

徹底的な市場調査･分析を行い、顧客ニーズに合った付加価値の高い製品を開発・上市し、テレビ

コマーシャルを中心とする積極的な認知・拡販活動を実施してまいります。 

また、ペットの位置付けが、社会の少子・高齢化のもと、「パートナー」としての存在になるにつ

れて、ペットケア製品に要求される品質基準は、極めて高いものになってきており、当社は、製品の

品質管理につきましても、非常に重要な課題と捉えております。 

伊丹・三重両工場でISO9001の認証を取得し、工程管理および最終製品の品質管理を徹底しており

ます。また、社長を議長とする「週次品質保証会議」を開催し、全社にて品質水準の向上に向けて取

組んでおります。 

なお、伊丹・三重両工場では工場内外の環境対策に積極的に取組むべく ISO14001 の認証も取得し

ております。高品質の安定した製品を提供すると共に、環境にも対応した企業経営を行ってまいりま

す。 
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３．経営成績および財政状態 
Ⅰ 経営成績 
1. 当中間期の概況 

（単位：百万円） 

 当中間期 前中間期 増減額 増減率（％） 

売上高 15,986 14,329 1,656 11.6

営業利益 1,834 1,591 243 15.3

経常利益 1,579 1,455 123 8.5

中間純利益 975 878 97 11.1

1株当たり中間純利益 70円04銭 64円32銭 5円72銭 8.9

（注）前中間期の１株当たり中間純利益は、平成17年11月18日に実施した1対2の株式分割後の 

   株式数で遡及調整しております。 

 
（１） 当中間期の業績全般の概況 

当中間期におけるわが国経済は、企業収益が高水準に推移するなか、緩やかな拡大をつづけてま

いりました。個人消費におきましても、雇用及び所得環境の改善を背景に、増加基調に推移してま

いりました。 

当ペットケア業界におきましては、店頭における激しい価格競争は従前のとおりですが、社会の

少子・高齢化が進行していく中、ペットに対する関心は益々増大し、ペットケア市場への期待は非

常に大きなものとなってきております。 

当社は、「健康と清潔でペットの暮らし快適に」を企業理念に、ペットが元気で長生きし、清潔

な環境で暮らしていくためのペットフード部門・ペットトイレタリー部門の２つの事業部門に特化

して、事業展開を図ってまいりました。 

ペットフード部門では、猫用グルメフード『ねこ元気 銀のスプーン』シリーズとして、さらに

高い嗜好性を追及した『ねこ元気 銀のスプーン 海のグルメ』の発売など、差別化されたカテゴリ

ー製品を中心に強化・販売促進を図りました。 

ペットトイレタリー部門では、犬の排泄処理用品『デオシート』シリーズとして『デオシートセ

ミワイド』の発売、猫の排泄処理用猫砂として『オシッコのあとに消臭する砂』の発売など増え続

けるペットの室内飼育に対応した製品の強化・販売促進を図りました。 

その結果、当中間期の売上高は15,986百万円（前期比11.6％増）、経常利益は1,579百万円（前

期比8.5％増）となりました。中間純利益は975百万円（前期比11.1％増）となりました。 

当中間期の配当金につきましては、1株当たり15円とさせていただく予定です。 

 

（２）事業部門別の売上高 

当社の事業部門別の売上高の状況は下表のとおりであります。 

（単位：百万円） 

 当中間期 前中間期 増減額 増減率（％） 

ペットフード 9,836 8,906 929 10.4

ペットトイレタリー 6,149 5,422 726 13.4

合計 15,986 14,329 1,656 11.6

 

事業部門別営業の概況は以下のとおりであります。 

 
①ペットフード部門 

ペットフード部門の売上高は前期比10.4％増の9,836百万円となりました。 

当部門は、ペットが健康で長生きするため、年齢・体格・体調といったそれぞれのペットの特徴

に応じて必要な栄養バランスを実現した製品の提案に取組んでおります。 
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毎日食べられるおいしさとして、平成16 年 3 月発売後、ご愛用者を増やしつづけている『ねこ

元気 銀のスプーン』シリーズにつきましては、より一層多くのお客様にご支持・ご理解いただく

ため、さらなる高い嗜好性を実現した『ねこ元気 銀のスプーン 海のグルメ』を発売し、テレビ

コマーシャルを放映いたしました。 

小型犬の増加により増えてまいりました高嗜好性に対する要望に対応し、平成17 年 3 月に発売

した犬用グルメフード『愛犬元気 銀のさら』につきましても、テレビコマーシャルを放映し、毎

日与えることのできる犬用デイリーグルメ製品として、ご愛用者を増やすことができました。 

 平成18年 9月には、猫用フードにおきまして、『ねこ元気 銀のスプーン』シリーズに、従来

のドライタイプ製品に加え、缶タイプのウェットタイプ製品として『ねこ元気 銀のスプーン缶』

を発売いたしました。犬用フードにおきましては、『愛犬元気 銀のさら』シリーズに、高齢犬の

増加に伴いご要望の多いシニア向け製品として『愛犬元気 銀のさら 7 歳以上用』を発売し、

さらに、新しいドライタイプ製品として、ふっくらとした食感、おいしさを追求した『愛犬元気 

ふっくらドライ』を発売しました。また副食カテゴリーにおいて、おいしく食べて、しっかりオ

ーラルケアのできる『愛犬元気 おいしいおやつ 歯の健康バー』『愛犬元気 おいしいおやつ 

息さわやかボーン』を発売いたしました。 

 

②ペットトイレタリー部門 

ペットトイレタリー部門の売上高は前期比13.4%増の6,149百万円となりました。 

当部門は、ペットの清潔、ペットと暮らす室内の清潔というニーズに応えていくための製品の提

案に取組んでおります。 

増え続ける室内飼育に対応し、非常に多くのお客様にご愛用いただいている犬の排泄処理用シー

ト『デオシート』シリーズにつきましては、小型犬の犬種による体格の違いにより細かく対応して

「モレない・汚れない」ニーズを追求した『デオシート セミワイド』を発売し、さらに多くのお

客様から『デオシート』への支持を獲得することができました。 

猫排泄用の猫砂(石砂)におきましては、最大のニーズである「ニオイを残さない」「固まる」に

対応し高い支持をいただいている『オシッコのあとに香る砂』に加え、さらに高いレベルでのニー

ズに応えるべく、消臭機能に特化した『オシッコのあとに消臭する砂』を発売し、テレビコマーシ

ャルを放映いたしました。 

平成18年9月には、猫排泄用品におきまして、システムトイレ『1週間消臭・抗菌デオトイレ』

の取換え製品として、新たに可燃タイプとして『1週間消臭・抗菌デオトイレ 飛び散らない緑茶・

消臭サンド』を発売し、また可燃タイプの猫砂（紙砂）として高い支持をいただいておりました『デ

オサンド』シリーズに、消臭機能を強化し、小さくしっかり固まる『デオサンド 消臭機能プラス』

を発売いたしました。 

 

２．通期の見通し 

（単位：百万円） 

 通期予想 前期実績 増減額 増減率(％) 

売上高 33,147 30,455 2,691 8.8

経常利益 3,403 3,036 366 12.1

当期純利益 2,025 1,825 199 11.0

1株当たり当期純利益 145円06銭 129円46銭 15円60銭 12.1

 
当社を取巻く事業環境をみますと、国内経済は、緩やかな拡大基調で推移することが見込まれま

す。 
当ペットケア業界におきましては、社会現象としての「少子・高齢化および晩婚化」傾向が、人々

にやすらぎと潤いを求めることを促し、ペットを「家族の一員」のみならず、コミュニケーション

の相手としての「パートナー」の存在へと変化させていくことで、ペット飼育を求める世帯は増加

していくことが考えられます。 
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こうした状況のもと当社は、消費者ニーズを捉えた製品の開発、『ねこ元気 銀のスプーン缶』『愛

犬元気 銀のさら 7 歳以上用』『愛犬元気 ふっくらドライ』『愛犬元気 おいしいおやつ 歯の

健康バー』『愛犬元気 おいしいおやつ 息さわやかボーン』『1 週間消臭・抗菌デオトイレ 飛び

散らない緑茶・消臭サンド』『デオサンド 消臭機能プラス』をはじめとしたカテゴリー製品の販

売促進・市場拡大を図ってまいります。 
当期の売上高は33,147百万円（前期比8.8％増）、経常利益は3,403百万円（前期比12.1％増）、

当期純利益は2,025百万円（前期比11.0％増）を予想しております。この結果、１株当たり当期純

利益は145円06銭（前期比12.1％増）となります。  

 
Ⅱ 財政状態 

1. 当中間期の概況                              （単位：百万円） 

 当中間期末 前期末 増減額 

総資産 17,874 16,992 881

純資産 9,863 9,122 741

自己資本比率 55.2% 53.7% 1.5%

（単位：百万円） 

 当中間期 前中間期 増減額 

営業活動によるキャッシュ・フロー 716 686 29

投資活動によるキャッシュ・フロー △119 △362 242

財務活動によるキャッシュ・フロー △175 △907 731

現金及び現金同等物の期末残高 8,753 7,367 1,385

 

（１） 当中間期末の概況 

 前事業年度末と比較し、総資産は881百万円増加いたしました。現金及び預金が420百万円増加,

販売の増加等によりたな卸資産が576百万円増加したことが主因であります。負債は、買掛金が735

百万円増加、未払法人税等が475百万円減少し、純資産は、当中間期純利益の計上975百万円等に

より、741百万円増加し、自己資本比率は55.2％となりました。 

（２） キャッシュ・フローの状況 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、716 百万円の獲得となりました。税引前当中間純利益が  

1,581百万円、減価償却費は105百万円となっております。 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、生産設備への投資等により、119 百万円の使用となりま

した。 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、175 百万円の使用となりました。配当金の支払額は 207  

百万円となっております。 

（３） 事業年度の見通し 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、主に収益の拡大による税引前当期純利益の増加を予定い

たしております。 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、伊丹・三重両工場の設備投資等を予定いたしております。 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払等を予定しております。 

 以上の結果、次期の現金及び現金同等物の期末残高は、当期末より増加することを予定しており、

引き続き健全な財務体質への強化を図ってまいります。 

 

Ⅲ 事業等のリスク 
1.特定の仕入先への依存について 

① 特定の原材料仕入先への依存 
当社の原材料仕入は、当社工場での製造に用いる原材料と、当社工場でパッケージのみを行なう

キブル(注)の2種類があります。 
当期における当社の原材料仕入高の内、キブルの仕入高は、原材料仕入高の約 2 割に相当いたし
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ます。このキブルの仕入れは、海外（米国）仕入先であります2社に依存しております。 
当社は、当該 2 社との間で製造委託契約を締結しており、この契約は一方の当事者からの申し出

がない限り 1 年ごとに自動更新され、また当社は当該 2 社と良好な関係を構築しております。しか

し、当社が当該 2 社との契約を更新出来ない場合等に、当社は必要な時期に他の適切な供給先を確

保できない可能性があり、このキブルを使用する製品の生産が中断する可能性があります。 
（注）キブルとは、粒を意味し、ペットが食するドライフードそのもののことであります。この状

態で仕入れる場合は、当社工場の包装工程においてパック詰めを行い、最終製品として出荷いたし

ます。 
② 特定の製品仕入先への依存 
当期における当社の製品仕入高の内、約4割を特定の1社から仕入れております。 
当社は、同社との間で製造委託契約を締結しており、また当社は両社と良好な関係を構築してお

ります。しかし、当社が同社との契約を更新出来ない場合等に、当社は必要な時期に他の適切な供

給先を確保できない可能性があり、製品の調達が中断する可能性があります。 
 
2.原材料及び製品の調達について 

①為替変動による影響 
当期における当社の原材料仕入れの約3割（日本の商社経由での仕入れを含みます。）、製品仕入

れの約2割が海外（主に米国、オーストラリア、ニュージーランド）生産品であり、その決済は主

に米ドル建であります。そのため、当社には為替相場の変動によるリスクがあり、リスクヘッジの

ために先物為替予約を行なっております。しかしながら、為替変動によるリスクを完全にヘッジす

ることは不可能であり、日本円と米ドル間の為替相場の状況によっては、当社の業績に影響を与え

る可能性があります。 
 

②市況による影響 
当社のペットフード製品やペットトイレタリー製品に使用する原材料には、経済状況や天候等に

よる需給バランスにより市場価格が変動し、当社の業績に影響を与えるものがあります。ペットフ

ード製品における小麦粉、とうもろこし、脱脂大豆、ペットトイレタリー製品におけるパルプ等が

それにあたります。 
当社はこれらの原材料の価格変動に対し、需給動向、価格情報などの適時適確な収集と適切な購

買政策の実施等によってその影響を最小限にとどめるよう努めておりますが、需給関係の変動等に

より市況が大幅に変動した場合は当社の業績に影響を与える可能性があります。 
 

 ③ 安全面における影響 
当社はペットフードおよびペットトイレタリーの製造販売を行なっておりますが、特にペットフ

ードにつきましては、人間が食する食品と同様に安全性に関する事項が昨今の重要な関心事となっ

ております。当社におきましては、平成 13 年の日本における狂牛病問題の発生時に、それまで当

社が製造あるいは製造委託をしておりましたペットフード製品につきまして、使用する原材料の変

更、調達方法の変更等、安全を保証するための対策を講じ、現在に至っております。今後も原材料

や製品につきましてその安全性および安定的な調達の確保に向けてこれまで以上に慎重に取り組

んでいく方針でありますが、安全性が疑われる問題が生じ、安定的な確保に支障が生じる状況にな

った場合は、当社の業績に影響を与える可能性があります。 
 
3.特定の販売先への依存について 

当社の売上金額に占める割合が10%を超える販売先は2社存在し、その合計割合はおよそ45%で

あります。当該販売先の事業方針・事業内容・組織等に変更があった場合や、販売力等が弱化・喪

失した場合には、当社の事業および経営成績に影響を与える可能性があります。 
                                       
4.ストックオプションについて 

当社は、業績向上に対する貢献意欲や士気を一層高めることを目的として、商法第280条ノ20お
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よび第280条ノ21の規定に基づき、役員および従業員に対し特に有利な条件で新株予約権を発行す

ることに関し、平成14年6月24日開催の定時株主総会にて特別決議を得、平成14年10月1日に

新株予約権を発行いたしました。当期末における新株予約権の残高は 27 個（発行する株式の数

54,000 株）であり、この新株予約権が行使された場合には、1 株当たり株式価値が希薄化すること

になります。     
 
5.情報漏洩について 

当社は、お客さまなど取引先の同意や機密保持契約に基づいて入手した個人情報を含む多くの情

報を保有しております。当社は情報セキュリティポリシーを制定し、情報セキュリティ環境を実現

する上で必要な行動指針、ルールを規定し、役員および社員への徹底に努めておりますが、万一、

何らかの情報漏洩が発生した場合には、情報管理に関する法的責任を問われ、当社の信頼性を失う

ことになり、経営成績に影響を与える可能性があります。 
 



４.　中間財務諸表
　(１)　中間貸借対照表

期　　

番号 構成比 構成比 構成比
　科　目 (％) (％) (％)

(資産の部)

Ⅰ　流動資産 14,603 81.7 11,987 78.7 13,848 81.5

　　　現金及び預金 8,753 7,367 8,333

　　　受取手形 76 83 69

　　　売掛金 3,196 2,977 3,295

　　　有価証券 ※2 - 9 10

　　　たな卸資産 2,107 1,284 1,531

　　　繰延税金資産 408 239 481

　　　為替予約 36 12 75

　　　その他 48 35 78

　　　貸倒引当金 △ 25 △ 23 △ 26

Ⅱ　固定資産 3,270 18.3 3,243 21.3 3,143 18.5

　１．有形固定資産 ※1 2,409 13.5 2,610 17.1 2,388 14.1

　　　建物及び構築物 491 517 501

　　　機械装置及び運搬具 628 750 601

　　　土地 1,233 1,233 1,233

　　　建設仮勘定 27 59 16

　　　その他 28 49 36

　２．無形固定資産 10 0.1 10 0.1 8 0.0

　３．投資その他の資産 850 4.7 622 4.1 747 4.4

　　　投資有価証券 175 98 194

　　　差入保証金 196 92 92

　　　長期前払費用 75 88 82

　　　前払年金費用 166 113 142

　　　繰延税金資産 229 223 228

　　　その他 13 15 15

　　　貸倒引当金 △ 6 △ 8 △ 8

資産合計 17,874 100.0 15,230 100.0 16,992 100.0

当中間会計期間末

(平成18年9月30日)

金額(百万円)

注記 (平成17年9月30日)

金額(百万円) 金額(百万円)

前中間会計期間末
前事業年度の

要約貸借対照表
(平成18年3月31日)
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期　　

番号 構成比 構成比 構成比
　科　目 (％) (％) (％)

(負債の部)

Ⅰ　流動負債 7,167 40.1 6,189 40.6 7,030 41.4

　　　買掛金 4,297 3,181 3,562

　　　未払金 1,916 2,149 2,045

　　　未払法人税等 621 564 1,096

　　　賞与引当金 240 232 210

       役員賞与引当金 23 - -

　　　繰延ヘッジ利益 - 12 75

　　　その他 70 49 41

Ⅱ　固定負債 842 4.7 838 5.5 839 4.9

　　　受入保証金 184 209 175

　　　退職給付引当金 548 532 561

　　　役員退職慰労引当金 109 94 102

　　　為替予約 - 2 -

　 　　

負債合計 8,010 44.8 7,027 46.1 7,870 46.3

当中間会計期間末

(平成18年9月30日)

金額(百万円)

注記 (平成17年9月30日)

金額(百万円)

前中間会計期間末
前事業年度の

要約貸借対照表
(平成18年3月31日)

金額(百万円)
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期　　

番号 構成比 構成比 構成比
　科　目 (％) (％) (％)

(資本の部)

Ⅰ　資本金 - - 2,371 15.6 2,371 14.0

Ⅱ　資本剰余金 - - 2,558 16.8 2,558 15.1

　　１　資本準備金 - 2,558 2,558

Ⅲ　利益剰余金 - - 3,712 24.4 4,624 27.2

　　１　利益準備金 - 62 62

　　２　任意積立金 - 2,300 2,300

　　３　中間(当期)未処分利益 - 1,350 2,262

Ⅳ　その他有価証券評価差額金 - - 57 0.4 56 0.3

Ⅴ　自己株式 - - △ 496 △ 3.3 △ 488 △ 2.9

資本合計 - - 8,202 53.9 9,122 53.7

負債及び資本合計 - - 15,230 100.0 16,992 100.0

(純資産の部)

Ⅰ　株主資本 9,819 55.0 - - - -

　　１　資本金 2,371 13.3 - - - -

　　２　資本剰余金 2,558 14.3 - - - -

　　　　（1）資本準備金 2,558 - -

　　３　利益剰余金 5,106 28.6 - - - -

　　　　（1）利益準備金 62 - -

　　　　（2）その他利益剰余金

　　　　　　　別途積立金 3,800 - -

　　　　　　　繰越利益剰余金 1,244 - -

　　４　自己株式 △ 216 △ 1.2 - - - -

Ⅱ　評価・換算差額等 44 0.2 - - - -

　　１　その他有価証券評価 22 0.1 - - - -

　　　　差額金

　　２　繰延ヘッジ損益 21 0.1 - - - -

純資産合計 9,863 55.2 - - - -

負債純資産合計 17,874 100.0 - - - -

(平成17年9月30日)

金額(百万円)

前中間会計期間末
前事業年度の

要約貸借対照表
(平成18年3月31日)

金額(百万円)

当中間会計期間末

(平成18年9月30日)

金額(百万円)

注記
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（２）中間損益計算書

期　　

番号 百分比 百分比 百分比
　科　目 (％) (％) (％)

Ⅰ　売上高 15,986 100.0 14,329 100.0 30,455 100.0

Ⅱ　売上原価 8,857 55.4 7,903 55.2 16,714 54.9

　　　売上総利益 7,128 44.6 6,426 44.8 13,741 45.1

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※1 5,294 33.1 4,835 33.7 10,321 33.9

　　　営業利益 1,834 11.5 1,591 11.1 3,419 11.2

Ⅳ　営業外収益 ※2 11 0.1 120 0.8 132 0.4

Ⅴ　営業外費用 ※3 267 1.7 255 1.7 515 1.6

　　　経常利益 1,579 9.9 1,455 10.2 3,036 10.0

Ⅵ　特別利益 ※4 2 0.0 15 0.0 181 0.5

Ⅶ　特別損失 ※5 0 0.0 1 0.0 39 0.1

　　　税引前中間(当期)純利益 1,581 9.9 1,468 10.2 3,178 10.4

　　法人税、住民税及び事業税 564 3.6 526 3.7 1,532 5.0

　　法人税等調整額 41 0.2 64 0.4 △ 179 △ 0.6

　　中間(当期)純利益 975 6.1 878 6.1 1,825 6.0

　　前期繰越利益 - 471 471

　　中間配当額 - - 34

　　中間（当期）未処分利益 - 1,350 2,262

金額(百万円)

至 平成17年9月30日

金額(百万円)

至 平成18年9月30日

金額(百万円)

注記

自 平成18年4月 1日 自 平成17年4月 1日 自 平成17年4月 1日

前事業年度の
要約損益計算書

至 平成18年3月31日

前中間会計期間当中間会計期間
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（３）中間株主資本等変動計算書

当中間会計期間（自　平成18年4月1日　　至　平成18年9月30日）　

資本剰余金

別途積立金
繰越利益剰

余金

2,371 2,558 62 2,300 2,262 4,624 △ 488 9,065

剰余金の配当 △ 207 △ 207 △ 207

利益処分による役員賞与 △ 46 △ 46 △ 46

別途積立金の積立 1,500 △ 1,500 － －

中間純利益 975 975 975

自己株式の処分 △ 0 △ 0 31 31

自己株式の消却 △ 240 △ 240 240 －

株主資本以外の項目の
中間会計期間中の変動
額（純額）

1,500 △ 1,018 481 272 753

2,371 2,558 62 3,800 1,244 5,044 △ 216 9,819

その他有
価証券評
価差額金

繰延ヘッジ
損益

評価・換算
差額等合計

56 56 9,122

剰余金の配当 △ 207

利益処分による役員賞与 △ 46

別途積立金の積立 －

中間純利益 975

自己株式の処分 31

自己株式の消却 －

株主資本以外の項目の
中間会計期間中の変動
額（純額） △ 33 21 △ 11 △ 11

△ 33 21 △ 11 741

22 21 44 9,863

株主資本
合計

株主資本

前会計年度末残高（百万
円）

その他利益剰余金

利益剰余金

資本金
資本準備金 利益準備金

自己株式

中間会計期間中の変動額

当中間会計期間変動額合
計（百万円）

当中間会計期間末残高
（百万円）

利益剰余金
合計

中間会計期間中の変動額

当中間会計期間変動額合
計（百万円）

当中間会計期間末残高
（百万円）

純資産合計

評価・換算差額等

前会計年度末残高（百万
円）
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（4）中間ｷｬｯｼｭ・ﾌﾛｰ計算書

期　　

　科　目

Ⅰ営業活動によるｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ

　　　税引前中間(当期)純利益 1,581 1,468 3,178

　　　減価償却費 105 110 260

　　　貸倒引当金の増減(△)額 △ 2 △ 3 △０

　　　退職給付引当金の減少額 △ 12 △ 3 25

　　　役員退職慰労引当金増減(△)額 6 △ 11 △ 3

　　　賞与引当金の増減（△）額 30 31 8

　　　受取利息及び受取配当金 △ 1 △０ △ 1

　　　支払利息 2 12 14

　　　為替差損 △０ △０ -

　　　為替予約評価損 - △ 107 △ 110

　　　固定資産売却・除却損 0 1 39

　　　売上債権の増(△)減額 92 161 △ 143

　　　たな卸資産の増(△)減額 △ 576 182 △ 64

　　　仕入債務の増減(△)額 735 △ 183 197

　　　未払金の増減(△)額 △ 106 △ 343 △ 447

　　　役員賞与の支払額 △ 46 △ 30 △ 30

　　　その他 △ 54 △ 21 △ 133

　　　　　　　小　　　　　計 1,754 1,262 2,791

　　　利息及び配当金の受取額 1 0 1

　　　利息の支払額 △０ △ 11 △ 11

　　　法人税等の支払額 △ 1,039 △ 565 △ 1038

　　営業活動によるｷｬｯｼｭ・ﾌﾛｰ 716 686 1,742

Ⅱ投資活動によるｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ

　　　有形固定資産の取得による支出 △ 124 △ 362 △ 421

　　　有形固定資産の売却による収入 - - 95

　　　無形固定資産の取得による支出 △ 4 - -

      無形固定資産の売却による収入 - 0 0

      投資有価証券の取得による支出 - - △ 100

      投資有価証券の売却による収入 10 - 0

　　投資活動によるｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ △ 119 △ 362 △ 426

Ⅲ財務活動によるｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ

　　　ｽﾄｯｸｵﾌﾟｼｮﾝ行使による収入 31 158 167

　　　社債の償還による支出 - △ 1,000 △ 1,000

　　　自己株式の取得による支出 - △０ △０

　　　配当金の支払額 △ 207 △ 66 △ 100

　　財務活動によるｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ △ 175 △ 907 △ 933

Ⅳ現金及び現金同等物に係る換算差額 0 0 -

Ⅴ現金及び現金同等物の増減(△)額 420 △ 583 381

Ⅵ現金及び現金同等物の期首残高 8,333 7,951 7,951

Ⅶ現金及び現金同等物の中間期末(期末）残高 8,753 7,367 8,333

前事業年度の要約

ｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ計算書

自 平成17年4月 1日

至 平成18年3月31日

当中間会計期間

自 平成18年4月 1日

至 平成18年9月30日

金額(百万円)

前中間会計期間

至 平成17年9月30日

自 平成17年4月 1日

金額(百万円) 金額(百万円)
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中間財務諸表作成の基本となる重要な事項

　１.資産の評価基準及び評価方法
　　(１)有価証券
　　　　　満期保有目的の債券・・・・・償却原価法(定額法)
　　　　　その他有価証券
　　　　　　　時価のあるもの・・･･･中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
　　　　　　　時価のないもの・・･･･移動平均法による原価法
　　(２)デリバティブ・・・・・・・・・・・・中間決算日の市場価格等に基づく時価法
　　(３)たな卸資産
　　　　　製品､半製品、仕掛品、原材料・・・総平均法による原価法
　　　　　貯蔵品・・・・・・・・・・・・・・最終仕入原価法
　２.固定資産の減価償却の方法
　　(１)有形固定資産・・・・・・・・・・定率法
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　但し、平成10年4月1日以降取得した建物(附属設備を除く)に
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ついては、定額法を採用しております。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主要な耐用年数は次の通り
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　建物及び構築物・・・10年～50年　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　機械装置及び運搬具・・・2年～17年
　　(２)無形固定資産･････････・・定額法
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　なお、ソフトウエア(自社利用分)の耐用年数は、社内における
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　利用可能期間(5年)によっております。
　３.引当金の計上基準
　　(１)貸倒引当金・・・・・・・・・・・・債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　貸倒実績率による見積額を、貸倒懸念債権等特定債権につい
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いては、個別に回収可能性を検討し回収不能見込額を計上
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しております。
    （２）賞与引当金・・・・・・・・・・・従業員に対する賞与の支給に充てるため、次回支給予定額
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　のうち当中間会計期間に対応する金額を計上しております。

　　(３)役員賞与引当金・・・・・・・・役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の当中間会計期間負担額を計上しております。

（会計方針の変更）
当中間会計期間から「役員賞与に関する会計基準」（企業会計
基準第４号　平成17年11月29日）を適用しております。
その結果、従来の方法によった場合に比べ、営業利益、経常
利益及び税引前中間純利益は23百万円減少しております。

　　(４)退職給付引当金・・･･････・従業員の退職給付に備えるため、当中間会計期間末における
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期間末において発生していると認められる額を計上しておりま
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　す。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以内の一定の年数(5年)による定額法により按分した額を費用
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　処理しております。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期間以内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理をしております。
　　(５)役員退職慰労引当金・・・・役員の退職慰労金の支給に備えるため、役員退職慰労金規程
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に基づく当中間会計期間末要支給額を計上しております。　　　　
　４.外貨建の資産または負債の本邦通貨への換算基準・・・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　外貨建金銭債権債務は、当中間決算日の直物為替相場に
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　より円貨額に換算し、換算差額は損益として処理しております。
                                         　 　なお、為替予約等の振当処理の対象となっている外貨建金銭
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　債権債務については、当該為替予約等の円貨額に換算して
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　おります。
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　５.リース取引の処理方法・・・・・リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外の
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ファイナンス･リース取引については、通常の賃貸借取引に係
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　る方法に準じた会計処理によっております。
　６.ヘッジ会計の方法
　　(１)ヘッジ会計の方法・･･････・繰延ヘッジ処理によっております。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　なお、為替予約等が付されている外貨建金銭債権債務に
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ついては、振当処理を行っております。
　　(２)ヘッジ手段とヘッジ対象
　　　　　ヘッジ手段・・・・・・・・・・・・為替予約
　　　　　ヘッジ対象････････････・外貨建予定取引
　　(３)ヘッジ方針・・・・・・・・・・・・・当社の内部規程である「デリバティブ取引リスク管理方針」に
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　基づき、為替変動リスクをヘッジしております。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　なお､主要なリスクである輸入取引による外貨建金銭債務の
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　為替変動リスクに関しては、原則として債務金額の80％程度
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　をヘッジする方針であります。
　　(４)ヘッジ有効性評価の方法・・ヘッジ手段の想定元本とヘッジ対象に関する重要な条件が
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同一であり、かつ、ヘッジ開始時及びその後も継続して、相場
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　変動又はキャッシュ・フロー変動を完全に相殺するものと想定
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　することができるため、ヘッジ有効性の判定は省略しております。
　７.その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項
　　(１)消費税等の会計処理・・・・・消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　なお、仮払消費税等及び仮受消費税等については、相殺の
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上、金額的重要性が乏しいため、流動負債の「未払金」に含め
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　て表示しております。
　８.中間キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲・・・・・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　手許現金、随時引出し可能な預金及び容易に換金可能であり
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなってお
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ります。

[中間財務諸表作成の基本となる重要な事項の変更]
　　（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準）
　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・・ 当中間会計期間から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準」（企業会計基準第５号　平成17年12月9日）及び「貸借
対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」
（企業会計基準適用指針第８号　平成17年12月9日）を適用して
おります。
従来の資本の部の合計に相当する金額は9,842百万円であります。
なお、中間財務諸表等規則の改正により、当中間会計期間におけ
る中間貸借対照表の純資産の部については、改正後の中間財務
諸表等規則により作成しております。
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注記事項

　(中間貸借対照表関係)
　　※１．有形固定資産の減価償却累計額
　 当中間会計期間末 前中間会計期間末 前事業年度末

1,839百万円 1,606百万円 1,736百万円

　　※２．担保資産　　
　　　　　　担保に供している資産は次のとおりであります。

当中間会計期間末 前中間会計期間末 前事業年度末
               有価証券 － 9百万円 －

 (中間損益計算書関係)
　　※１．販売費及び一般管理費の主な内訳　

当中間会計期間 前中間会計期間 前事業年度
　　　　　　　販売運賃諸掛 734百万円 605百万円 1,292百万円
　　　　　　　荷役保管料　 452百万円 432百万円 885百万円
　　　　　　　販売促進費 2,066百万円 1,766百万円 4,102百万円
　　　　　　　広告宣伝費 476百万円 518百万円 1,029百万円
　　　　　　　従業員給与・賞与 344百万円 365百万円 842百万円
　　　　　　　賞与引当金繰入額 172百万円 187百万円 135百万円
　　　　　　　退職給付費用 51百万円 53百万円 97百万円
　　　　　　　役員退職慰労引当金繰入額 8百万円 - -
　　　　　　　減価償却費 3百万円 12百万円 13百万円

　　※２．営業外収益の主な内訳
当中間会計期間 前中間会計期間 前事業年度

　　　　　　　為替予約評価益 － 107百万円 110百万円

　　※３．営業外費用の主な内訳
当中間会計期間 前中間会計期間 前事業年度

　　　　　　　売上割引 263百万円 237百万円 494百万円

　　※４．特別利益の主な内訳
当中間会計期間 前中間会計期間 前事業年度

　　　　　　　役員退職慰労引当金戻入益 － 11百万円 －
　　　　　　　前期損益修正益 － － 148百万円
　　　　　　　過年度未収消費税 － － 29百万円

　　※５．特別損失の主な内訳
当中間会計期間 前中間会計期間 前事業年度

　　　　　　　固定資産売却・除却損 0 1百万円 39百万円

　　※６．減価償却実施額
当中間会計期間 前中間会計期間 前事業年度

　　　　　　　有形固定資産 103百万円 106百万円 255百万円
　　　　　　　無形固定資産 2百万円 3百万円 5百万円
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（中間株主資本等変動計算書関係）
　　
当中間会計期間（自　平成18年4月1日　至　平成18年9月30日）
　１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度
末株式数
（千株）

当中間会計
期間増加株
式数（千株）

当中間会計
期間減少株
式数（千株）

当中間会計期
間末株式数
（千株）

発行済株式
　　　　　　普通株式（注）１ 15,480 － 800 14,680
自己株式
　　　　　　普通株式（注）２ 1,626 0 906 720
（注）１．普通株式の発行済株式総数の減少800千株は自己株式の消却によるものであります。
　　　２．普通株式の自己株式の株式数の増加０千株は、単元未満株式の買取りによるものであります。
　　　３．普通株式の自己株式の株式数の減少906千株は、自己株式の消却及びストックオプションの行使に対する
　　　　 売却であります。

２．新株予約権に関する事項

前事業
年度末

増加 減少
当中間会計

期間末

提出
会社

新株予約権 普通株式 160 － 106 54 16,200

（注）１．目的となる株式の数は、権利行使可能数を記載しております。
　　　２．目的となる株式の数の変動事由の概要
　　　　　　新株予約権の減少は、権利行使によるものであります。

３．配当に関する事項
　（1）配当金支払額

株式の種類
配当金の総
額（百万円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

　（2）基準日が当中間期に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間期末後となるもの

株式の種類
配当金の総
額（百万円）

配当の原資
１株当たり

配当額（円）
基準日 効力発生日

目的となる
株式の種類

目的となる株式の数（千株） 当中間会計
期間末残高

（千円）

平成18年3月31日

平成18年12月8日

平成18年6月29日

普通株式 利益剰余金209 15 平成18年9月30日

普通株式 207

決議

平成18年6月29日
定時株主総会

会社名 内訳

決議

平成18年10月26日
取締役会

15
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 (中間キャッシュ･フロー計算書関係)
　　現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高と貸借対照表に記載されている科目の金額
    との関係

当中間会計期間末 前中間会計期間末 前事業年度末
　　　　　現金及び預金勘定 8,753百万円 7,367百万円 8,333百万円
　　　　　（＝現金及び現金同等物）

　(リース取引関係)
　　リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引
　　(１)リース物件の種類とその取得価額相当額、減価償却累計額相当額、中間期末(期末)
　　　　　当中間会計期間末、前中間会計期間末及び前事業年度末のいづれにおいても
　　　　　重要性のあるリース取引はありませんので該当事項はありません。
　　(２)未経過リース料中間期末(期末)残高相当額
　　　　　当中間会計期間末、前中間会計期間末及び前事業年度末のいづれにおいても
　　　　　重要性のあるリース取引はありませんので該当事項はありません。
　　(３)支払リース料及び減価償却費相当額

当中間会計期間 前中間会計期間 前事業年度
　　　　①支払リース料 － － －
　　　　②減価償却費相当額 － － －
　　(４)減価償却費相当額の算定方法
　　　　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
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(有価証券関係）
　当中間会計期間末（平成18年9月30日）

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの （単位：百万円）
中間貸借対照表

計上額
国債・地方債等 － － －

合　　　　　計 － － －

２．その他有価証券で時価のあるもの （単位：百万円）
中間貸借対照表

計上額
株　　　　　式 37 74 36

合　　　　　計 37 74 36

３．時価評価されていない主な有価証券の内容
（単位：百万円）

中間貸借対照表
計上額

株　　　　　式 100
合　　　　　計 100

　前中間会計期間末（平成17年9月30日）

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの （単位：百万円）
中間貸借対照表

計上額
国債・地方債等 9 9 0

合　　　　　計 9 9 0

２．その他有価証券で時価のあるもの （単位：百万円）
中間貸借対照表

計上額
株　　　　　式 37 98 61

合　　　　　計 37 98 61

３．時価評価されていない主な有価証券の内容
（単位：百万円）

中間貸借対照表
計上額

株　　　　　式 0
合　　　　　計 0

　前事業年度末（平成18年3月31日）

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの （単位：百万円）
貸借対照表

計上額
国債・地方債等 10 10 －

合　　　　　計 10 10 －

２．その他有価証券で時価のあるもの （単位：百万円）
貸借対照表

計上額
株　　　　　式 37 93 56

合　　　　　計 37 93 56

３．時価評価されていない主な有価証券の内容
（単位：百万円）

貸借対照表
計上額

株　　　　　式 100
合　　　　　計 100

時　　　　　価 差　　　　　額

取　得　原　価 差　　　　　額

時　　　　　価 差　　　　　額

取　得　原　価 差　　　　　額

時　　　　　価 差　　　　　額

取　得　原　価 差　　　　　額
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(デリバティブ取引関係）

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益
（単位：百万円）

区分 種　　　類

契約額等の 契約額等の 契約額等の

契約額等 うち1年超 時価 評価損益 契約額等 うち1年超 時価 評価損益 契約額等 うち1年超 時価 評価損益

市場 　為替予約取引

取引 　　　買建

以外の 　　　　　米ドル － － － － 647 647 645 △2 － － － －

取引

－ － － － 647 647 645 △2 － － － －

(注）1.時価の算定方法 (注）1.時価の算定方法 (注）1.時価の算定方法

　　 取引先金融機関等から提示さ 　　 取引先金融機関等から提示さ 　　 取引先金融機関等から提示さ

　　 れた価格等に基づき算定して 　　 れた価格等に基づき算定して 　　 れた価格等に基づき算定して

　　 おります。 　　 おります。 　　 おります。

　　 2.ヘッジ会計が適用されている 　 2.ヘッジ会計が適用されている 　　 2.ヘッジ会計が適用されている

　　　デリバティブ取引は除いており 　　デリバティブ取引は除いており 　　デリバティブ取引は除いており

　　　ます。 　　　ます。 　　　ます。

（1株当たり情報）

潜在株式調整後1株当たり

中間（当期）純利益

　　　(注）　　1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

普通株式に係る当期純利益（百万円）

期中平均株式数（千株）

－

255

(255)

－

－

－

173

(173)

－

6,829 13,744

975

13,932

潜在株式調整後１株当たり当期純利
益金額

　　当期純利益調整額（百万円）

　　普通株式増加数（千株）

　　（うち、新株予約権（千株））

（うち利益処分による役員賞与金） (46)－

1,779

－

878

普通株式に帰属しない金額（百万円） － － 46

中間（当期）純利益（百万円） 975 878 1,825

自　平成18年4月　1日 自　平成17年4月　1日 自　平成17年4月　1日

至　平成18年9月30日 至　平成17年9月30日 至　平成18年3月31日

当中間会計期間 前中間会計期間 前事業年度

127円10銭69円65銭 125円45銭

　当社は、平成17年11月18日付け
で株式１株につき２株の株式分割
を行っております。
　なお、当該株式分割が前期首に
行われたと仮定した場合の前中間
会計年度における１株当たり情報
については、以下のとおりとなって
おります。

1株当たりの純資産額

1株当たりの中間(当期）純利益 129円46銭128円63銭70円04銭

706円59銭 1,186円60銭 655円12銭

自　平成17年4月　1日 自　平成17年4月　1日

当中間会計期間 前中間会計期間 前事業年度

至　平成18年9月30日 至　平成17年9月30日 至　平成18年3月31日

前事業年度

（平成18年3月31日）

当中間会計期間

（平成18年9月30日現在）

前中間会計期間

（平成17年9月30日現在）

自　平成18年4月　1日

合　　　　　計

当中間会計期間 前中間会計期間 前事業年度

1株当たりの純資産額

1株当たりの中間(当期）純利益

潜在株式調整後1株当たり
中間（当期）純利益

593円30銭

64円32銭

62円72銭
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５．生産､受注及び販売の状況

　(１)生産の状況
期

構成比 構成比 構成比
区分 (％) (％) (％)

ﾍﾟｯﾄﾌｰﾄﾞ部門 2,672 61.3 2,134 61.8 4,968 61.5

ﾍﾟｯﾄﾄｲﾚﾀﾘｰ部門 1,687 38.7 1,321 38.2 3,107 38.5

合計 4,360 100.0 3,456 100.0 8,076 100.0
（注）1.本表の金額には、消費税等は含まれておりません。
      2.金額は製造原価によっております。

　（２）製品仕入実績
期

構成比 構成比 構成比
区分 (％) (％) (％)

ﾍﾟｯﾄﾌｰﾄﾞ部門 3,251 64.6 2,816 65.9 5,736 66.3

ﾍﾟｯﾄﾄｲﾚﾀﾘｰ部門 1,784 35.4 1,459 34.1 2,919 33.7

合計 5,035 100.0 4,275 100.0 8,656 100.0
（注）本表の金額には、消費税等は含まれておりません。

　(３)受注の状況
　　 　　受注生産は行っておりません。

　(４)販売の状況
期

構成比 構成比 構成比
区分 (％) (％) (％)

ﾍﾟｯﾄﾌｰﾄﾞ部門 9,836 61.5 8,906 62.2 19,204 63.1

ﾍﾟｯﾄﾄｲﾚﾀﾘｰ部門 6,149 38.5 5,422 37.8 11,250 36.9

合計 15,986 100.0 14,329 100.0 30,455 100.0
（注）　本表の金額には、消費税等は含まれておりません。

金額(百万円) 金額(百万円)

前事業年度

前事業年度

自　平成17年4月1日

至　平成18年3月31日

至　平成18年9月30日 至　平成17年9月30日 至　平成18年3月31日

当中間会計期間 前中間会計期間

自　平成18年4月1日 自　平成17年4月1日 自　平成17年4月1日

至　平成18年9月30日 至　平成17年9月30日

自　平成18年4月1日 自　平成17年4月1日 自　平成17年4月1日

至　平成18年9月30日 至　平成17年9月30日 至　平成18年3月31日

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

当中間会計期間

当中間会計期間 前中間会計期間

自　平成18年4月1日 自　平成17年4月1日

前事業年度

金額(百万円)

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

前中間会計期間
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